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j白東根釧原町の奥地，行政区画でいえ

ば釧路国の北方，北見国と根室岡に隣践

するところに，川上出標茶凶j字如;別があ

るの j立東阿京国立公闘の一角会占める摩

周湖の東}J同別岳の鐙に一大湧水V，~があ

って，西別川となり延々この原野を蛇行

し，国後品を|臨む根室海峡に流出してい

る。今その;J(~ffi池には創設以来 70 年を

経たサケ人工耐化場があり，その偉業は

連綿として継承され，近年特に北方海洋

漁::Riこ対する|司際的関心は高まり，資源

増殖の意味からも中央要路者，さらには

ソ連漁業視察団などの来訪ーは年毎にあわ

ただしさをみせてきた。

古米北海道アイヌにとってこのサケは

主要な食料として神の魚(カムイチェツ

プ)とまでいはれ，その主主凶は彼らの生

活に重大な影響を与えた。同別}[1もその

例にもれず，サケは勿論，熊ゃ:需の狩iit¥

場として主要であったが，たまたま川口

沿岸に居を構える根室アイヌと， J-j定地

域を狩猟場とする釧路アイヌとの間にサ

ケ漁に関して紛争を起したことがあっ

た。今から約 20年も rlIJのことである。

また， このころ松浦武四郎が山川地勢取

調べのためにこの地方を視察している。

年代はわずか逆になるが，武四郎の「久

摺日誌」について先に述べる)jが理解し

やすいと思われる。

武四郎は文政)亡年(1818) 2}] 6 [1伊

勢の|司，桂介の 4男として生まれた。 16

歳のころから諸国巡遊を始めた。 27J¥哉の

とき東北北辺で最上徳内の蝦夷探検の遺

話をl剥くにおよび蝦夷地探検を画したが

果さず，翌年始めて松前向船に便乗して

渡海した。さらに 29歳のとき樺太を一

巡した。との探検記録は水戸公にも認め

られるところとなった。 32歳のときに

は国後，択捉にも渡った。武四郎の蝦夷

地主航は蝦夷通としての権威となり，吉

田松陰とも親交を結び，松本十郎兵衛，

永井玄蕃， }[ 1路左衛門尉，松平河内守ら

の諸士からもl百会を求められることもし

ばしばであった。安政 2年 (1855)松riIi

藩の妨害などもあったが，外来船がし ば

しぼ渡来して物情騒然と L，幕府は北境

経営に意を注ぎ，武四郎を起用して，松

前藩からの蝦夷地請取渡差図役頭取とな

り速く樺太まで旅行ーした。武四郎が三た

び釧路地ブjを調査したのは，安政 5年

(1858) 41歳のときであるが， これは前

年，奉行村垣淡路守「来春，堅雪中シリ

ベツならびにクスリ川辺へ罷越， 111脈地

勢など委剤1[取調巾聞候様nJ致」として，

250日間に一わたる大旅行で， 到[1路からさ

らに根室，知床，網走，宗谷，留萌， t百t

毛，石狛，鵡}[1，十勝，大津， これから

海路箱館に帰り :ILJ川地理取調日誌」を

提11¥Lた。久招日誌は丈久芯年 (1861)

の1:村:で、ある。さらに武四郎は明治 2年



(1868)開拓使御用掛，大主典として北

海道の国，郡名を撰定したのはあまりに

も有名である。明治 21年東京で病没，

享年71歳であった。

安政 5年 3月 19日に十勝の扶検を終

って釧路に向った武四郎はチョクベツ，

オンベツ，シラヌカ，ショロ，オタノシ

ケを通り， :.2:1臼昼ごろ釧路会所に到着

した。武四郎が釧路場所，斜里場所管内

の視察を申込んだところ，会所役人の小

田井蔵太とし、う人が， 1"北見はまだ見て

いないので同行したい。」と申出で快諾

した。供のアイヌはナイボツ， ラマミ，

ラマノクノレ， シュアルキ， ツツキノアイ

ノ，ベタノミ，カチウイの外に宗吉(ア

イヌ)であった。旅行予定は 24，5日

で，大楽毛から阿寒に入り，北見の美幌

を経てオホーツク海に出て，網走，斜里

を通って北方から摩周岳に登り，屈斜路

に抜げ， ;i;}I!路川を舟で下って釧路会所に

帰るとし、う大探検旅行で、あった。

一中略-

4月6日斜里川の水源ワッカウイから

摩周登山を試みた。ルウチシ(峠の意〕

を経てヲタウユにいたった。これから土

人半数を西別に直行させ，武四郎らは，

ホンケネカの水源伝いに上り，摩周湖を

北側から一周してカムイノボリに登ろう

としたが岩石崩れて頂上を極められず，

思い切り，エオルシに降った。(武四郎

はヨオロシと記しているが，挿絵を見れ

ば岬のところで現在000岩のことと思

われる〉アイヌは早速木幣を立てて拝ん

だ。 3丁ばかりで，ホロ(洞〉に着い

た。1"大岩窟の高 1丈に幅 2丈も有，入

ること 5， 6聞にてまた内広く 2つに分

れその奥に幽:逮にして知り難し，是雌雄

の神という，土人等の納るところのエナ

オぞくぞくと立てたり。其岩皆赤石のご

とく，障れれば衣服皆赤に染めり」とあ

り， (註，現在は崩壊してわずかに跡が

認められる〉タ庁武四郎は湖面で魚を認

め，土人はカモイチエッフとし、L、武四郎

もどこかで、見たことがあると述べてい

る。(註，大正年間西別瞬化場で実施した湖

水調査で、は棲息魚はし、ないといはれており，現

在棲息のニジマスは大正末期から移殖されたも

ので疑問である)1"夕方湖面を眺望せしに，
み

岸を隔つこと 10余丁にて，大きさ箕の
u、

ごとき黒き頭を上て口を開けるが，願中

恰も丹朱を含がごとく，夕陽に映ずるや

金烏の東海に廷がごとく，その光赫々と

して水に映ずるに，土人は少しも是に驚

かずj カモイチエッフと云り， この湖中

この魚、計にて他の魚なしと，是いつより

住るや知らず，時々頭を上る由，その小

さき物岸に寄る事有と，イ衣て飯粒を投じ

たれば，続様の小魚多く群来りける，こ

の魚臼沼シコツ沼にもあり， また余(工南
とど

部の十湾山の湖にても一度見たるが，そ

れと同物と思ふ」とある。その魚の口が

あまりにも大きかったので、夜もろくろく

寝ることができず，付近の岩面に歌を記

し7こ。

ゆたかにも 岩がね枕まきて志る

これぞゆるかぬ 御代のためしと

翌 7日は 8時に出発して西別岳に登

り，下って西別川の水源についた。この

西別川の源というところは，周囲が約

200間 (360~;)位の池になっており，

周りは怪しいまでにひねくれた格好をし

た岩が飛び出していて，池の底は白い砂

が見える。深さはわずか 1尋位よりない

が，清水は沸々と噴き出している。これ
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は摩周湖の水が池底を潜って湧き出てい 小雨が降っていた。武四郎の一行は西別

るとのこと。その水は誠に清らかで，少 川に沿って下ったが，ノンブツ，ライタ

し温みがあるように感じられた。水中に シナイ，シシャモコタンなどというとこ

小さい魚の子が一面に浮いて添いでい ろにある猟師小屋のアンというものをー

る。そこの水の落ち口はわずか 2間ぱか 々見物して，ネモロ領とクシロ領との境

りの幅の滝のようになって流れ落ち，そ になっているシカルンナイというところ

の両側の岸から突出した岩の形はちょう に着いて宿った。西別川もこの辺まで下

ど，獅子が跳ねて

飛んでいるような

のがあり，また象

の鼻を伸ばして突

き出したようなの

もある。この辺は

雑木林が続いてい
とくさ

て，笹や木賊が沢

山ある。それから
おにのゃから A びのたいね

赤箭天麻，班杖根，

その他に赤沼蘭が

沢山生えている。

これらの植物はし、

ずれもアイヌの食

料として結構なも

のとされている。

流れにそって 5，

6丁下ると，シュ

ンクシナイ，オシ

ョウシナイなどと

し、う小川が左右に

あり，川岸に釧路

アイヌが秋味を獲
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-1¥ん¥朔

いうところをとお

り，雑木林に入っ

て迷いそうになっ

たが，鹿のとおり
)/1 

ったり，冬になっ
あん

て鷲を捕るのに入って待っている庵とい

う小屋がある。一般にこの辺に熊や鷲が

多いのは，サケが産卵のために上ってく

るものが多いためで、あるとのことであ

る。今宵はここに宿ることにした。

4月8日，この日は朝から天気が悪く

道があったので、そ

れに沿って行くと，あちらこちらで鹿の

大群にあった。夕方になって釧路川の岸

に出て，テシカガの部落につし、た。

これが武四郎の「久摺日誌」の一部で

あるが，昔のアイヌの鷲と秋味の捕り方

について，佐藤直太郎氏はつぎのように



述べている。

一体アイヌが獲物を待っている間，入

っている小屋のことを「アン」とし巾、ま

すが，鷲捕りに使用するアンのことを特

に「チアニアン」といっています。それ

は中々うまく出来ていて，細し、真すぐに

伸びた生木をためて，骨組とし，シナの

皮で、結び、若げた上ーに屋根も壁も草かトド

松の葉のついた枝で覆った 2人位の者が

入れる小屋で，いたって手軽に出来てい

ますから， 2， 3人掛けると簡単にどこ

へでも好きなところへ持って行くことが

出来ます。川が狭まった曲り角や，水のよ

どんだところで，魚の沢山集まりそうな

場所を選んで川岸に据え，その前に丸太

を置いておとりの秋味を川の中にぶらさ

げておき，人聞はその中のチアニアンの

中に入って待っていると，鷲は空から舞

い降りてきて丸太に止り，その秋味をつ

かんで飛び上ろうとするところを手早く

鈎を脚にひっかけて引寄せ，叩きつけて

捕るのです。鷲には「オジロワシJ Iオ

オワシ」など普通ですが，脚の太さが異

っていますので，ひっかける鈎も大小 2

種類を用意して，泊り掛けで、待っていて

捕るのだそうです。

また，秋味の方は「アシナアン」とい

う小屋を川の中に木を伐り倒して魚の上

る道を狭くして，木を渡して，その上に

置き，床に聞けてある穴から見ていてち

ょうじ秋味がその下に来たところを，

ヤスを振って突き刺して捕るのですが，

捕った魚は木に梓を渡して掛け，乾かし

て貯えるのです。

佐藤直太郎氏 (73歳〉は香川県高松の

生まれ，昭和初年から小，中，高校の教

師生活 30年，昭和 10年から釧路市立図
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書館兼博物館主事，館長を務め，戦後嘱

託として現在にいたる。この間， ~II路地

方の郷土史，考古学研究の報告書は相当

数に上り，貴重なものとなっている。ま

た反面頑固な研究者として知られ，マリ

モ生成について西村真琴博ととの論争，

摩周湖の語源について知里真志保北大教

授との論争などは有名である。現在釧路

叢書第 2巻として「釧|路の伝説としての

アイヌや義経の伝説」の集録完成を急い

でおられる。

これで分ることは西別川の水源池，す

なわち今の虹別事業場のあるところは大

きな池て、あって， これに 2本の川が流れ

こみその 1つをシュンクシナイと呼び，

これが現在の地名になっているシュング

シベツである。

現在の標茶町字虹別の発生地とも見ら

れるシアン(アイヌ部落)には当時部落

があったとすれば武四郎の日誌に記載さ

れなければならないが，載っていないと

ころを見ればコタンは形成されずに，ア

ン(シは在る，アンは佐藤氏の解説のよ

うに獲物を得るために入っている小屋の

こと)のあったところで，季節的にクス

リゆ11路〕や塘路から出掛けてきたもの

と考えられる。

この地方のアイヌの伝説の中に釧路ア

イヌの酋長はその就任に先立つて蓬か北

方の摩周岳(アイヌ古老の話によるとキ

ンタ，アン，ピンネシリ 奥山にある雄

高山←といったらししうに登り熊を獲り

その勇を皆に示すを例としていた。針11路

の曾長メンカクシが摩周岳に登りみごと

大熊を射とめたが，湖水に落してしまっ

た。せめて遺骸でもと方々探し廻ったけ

れど遂に見つけることが出来ず，釧路へ
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帰ってからも，誰にも話さずにいた。と

ころがしばらくたってから根室アイヌを

通L 西別川の川口に大熊が流れ着き，

この熊のいがL、に明らかにメンカクシの

ものと知れる矢がささっているという報

告があって，メンカクシの栄誉は確立さ

れた。この中で摩周湖の湖底と，西別川

の水源がつながりあることを織込んでい

る。このことは他の伝説でもうかがえ

る。あるとき土人が冬の摩周湖で熊を追

いかけたら熊(工一目散に湖の堅氷を渡っ

て逃げる途中，湖の中央に到って影を没

してしまった。その後数日経て西別川の

源に熊の屍体の砂砕されたものが現われ

たという。で，t-~偽は分らないが，摩周

湖と西別川との連絡を土人らしく説明し

ている。

武四郎巡視より 2， 3年前，すなわち

安政3年(1791)同日IJ川上流に狩猟権を

有する釧路アイヌと川町こし、た根室アイ

ヌとの間に，サケi旬、に関して紛争が越

きた。

古来，西別川は根室の所領であった

が，釘11路川に実権を握っていた釧路アイ

ヌは，家族養育のために飯料としてのサ

ケや鷲および熊を得るために川を遡り，

さらに陸路近接した西別川の上流付近に

も入り込むようになった。ところがある

とき， これを見つけた根室アイヌは申入

れをして，以後収獲高の半分を貢物とし

て差出すことで了解がついたが，根室ア

イヌの中には獲物を全部を取上げる者も

出て，銀11路アイヌは場所が根室領でもあ

り文句もいえずにいたが，たまたま役土

人らが根室領に行って，土人ら全部に面

会し，席上根室アイヌは，1それ相当の品

『

物を差出せば，西別川全部，および陰地

シカルンナイから川上ニシベツ山カンチ

ウシ境までを売渡す」と申出た。釘11路ア

イヌは急拠意見を徴しふたたび根室領土

人に掛l合ったところ，現品を見た上&で、決

定するということになり，釧路領アッコ

チャイに双方から出会い，銀細工太万鞘

一本，銀盃六つを受領して円満解決し

7こO

寛政元年 (1789)国後騒動が越り，北

方事情の急迫もあって同 11年 (1799)

箱館奉行戸川安論が国後視察の帰路，西

別川のサケを薄塩にして土産に持帰り将

軍家に献上したところ，美味を賞して，

以後毎年西別JlIから献上するのが例にな

った。

西別川口も追々に聞け，運上屋は番人

を置き，献上鮭切庫も建ち，献上サケの

数は年毎に多くなり，加えて江戸の需要

も急憎して川口ではようやく網張切り

ザヤ，i荒し前司を用いるようになり， JIU:の

アイヌは飯料のサケにも事かく iまどにな

り(引網もあったが， これは献上サケ漁

のためのものと言渡されていたので，ア

イヌはこれを承服していた。〉加えて鷲，

熊なども少なくなり，ついに安政 3年

(1791) 12月，川上土人は釧路アイヌに

報じ，役土人，イラトカ，ムンケケ，メ

ンカクシらは，久寿里場所請負佐野孫衛

門の支配人でj亘詞の豊島三右衛門を通じ

て厚岸役所に上申におよんだ。厚岸役所|

では早速釧路，根室の役土人，庄屋，年

寄などを集め双方の言分を聞いたのであ i
るが，根室役土人，陳平，仁助は「西別】

川を売買したことは分らないが，西別川 1

川上はクスリ領地と思っていたし，シカ i

ルンナイが境界と承知しているが詳しい



ことは分らないといい，双方の言分が符

合しないので，さらに後日， よく熟談し

て文書を以て差出すよう双方圧屋に指示

した。談合の結果翌安政 4年(1792) 3 

月文書で奉呈されたが， これによると，

釧路からは年寄，小兵衛，同開ー，総名

主真吉，総年寄武助，庄屋精一郎，根室

側は，年寄宅蔵，同仁助，総年寄陳平，

同新左衛門，庄屋四郎左衛門，通詞は釧

路三右衛門，根室鉄蔵であった。話合っ

た内容は，根室庄屋四郎左衛門の祖父イ

カシュンデーが，西別川筋の後見を依頼

し， ~1I路庄屋精一郎の祖父ベケレニシは

銀細工太万鞘 1本，銀盃6つを送った。

この品のうち太万鞘は四郎左衛門の弟の

家にあり，盃は親類陳平の家にあり，こ

うした証拠品を示されては根室側として

は一言の申聞きも出来ず，釧路の言分

「西別川口より川上までは彼是いわない

こと，土地境界は，ホンケネカよりシカ

ノレンナイと取きめること。」に対し，根

室は， I西別川を売ったことについては

不分明であるが証拠品がある上は釧路の

いうとおり言渡してもらえば，双方不都

合でなL、」ということになり 3月24口

双方から連印文書を差出した。

通詞豊島三右衛門は安政年間箱館奉行

所にアイヌを同道して事情を訴え指揮を

仰し、だが，奉行所で示談を諭されて帰

り，厚岸役所で解決したということであ

る。

武四郎日誌にも見られるように釧路，

根室の境界が， シカルンナイとなってい

るから，境界の件については異議がなく

取決められたものと思われる。以上が西

別川一件書として後世に残されているも

のの概要であるが，こうした解決の労

も，アイヌ同志では可能なものであった

ろうが，和人が段々入り込み，張切網や

流し網の禁止はなかなか徹底しなかった

ようで， 10年後の明治 4年 (1871)開拓

使根室支庁もこれを禁止する達をLULて

いるのでも了解できょう。
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メンカクシは後年庄屋精一郎となった

者で，釧路アイヌ第 7代の酋長として，

源義経が先祖と信奉していたc 武四郎巡

視のころはすでに 60歳をすぎていた。

会所役人小田井蔵太とはしぼ L:工勇を競

った。小田井は 32，3歳で，若年のころ

江戸にあって，小野派一万流の奥儀を傾

め，槍は宝蔵院流を修得し豪勇の士で

あった。あるとき山中で，アイヌがヲセ

カムイと尊称している狼にあい，アイヌ

らは馬ほどもある1良なので，おそれをな

したが，小田井は，万物の霊長たる人間

が獣を神と奉るはもってのほかとiかり

生捕りにしてしまった。さすがのメンカ

クシも恐入って義経の再来かと敬 IJflし

た。ときの幕府の政策として，アイヌに

は愛憐をもって接する定めであったが，

勇を示すときは，かえって簡単に服従す

るものであったらしL、。




